
生放送

http://www.gstv.jp

8：00～26：00（翌 2：00）

WEBでも同時放送！
発行元：株式会社GSTV
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-43 T2号棟 1F

宝石専門チャンネルGSTV 番組ガイド ： 2022年6月号

宝石専門チャンネルGSTV 
番組ガイド ： 2022年6月号

6
June 2022



PT950 ダイヤモンド ネックレス 
D 約19.00ct
重量：約８３．０ｇ 長さ：約４３ｃｍ 幅：約４．５－８．５ｍｍ

2 5045116 ¥3,980,000-

PT950 ダイヤモンド ピアス 
D 約1.00ct
重量：約４．５ｇ 縦：約２０．０ｍｍ 横：約５．０ｍｍ
イヤリング:５０４５２６３(＋１６０００円)

1 5045119 ¥238,000-

MARIデザイン
３連から２連へと移り変わるダイヤモンドの
配置が美しいフルネックレス。シンプルな
フォルムの中に高級感と気品があります。

気品と高級感をシンプルデザインの中に凝縮させたダイヤモンドジュエリー。
美しさにこだわった石配置、エレガントなフォルムをお楽しみください。

PARTY LINE
※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。
※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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MARIデザイン
３連から２連へと移り変わるダイヤモンドの
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PARTY LINE
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※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。



K18PG レインボームーンストーン 
スターライン リング MO 約1.30ct
重量：約６．０ｇ 最大幅：約１１．５ｍｍ 
最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

4 5047227 ¥128,000-

K18YG ブラウンダイヤモンド ピアス 
BRD 約1.00ct
重量：約２．５ｇ 縦：約３４．０ｍｍ 横：約６．０ｍｍ
イヤリング：５０１７９２１（＋８０００円）

5 5016939 ¥128,000-

K18PG レインボームーンストーン 
スターライン ペンダントトップ 
MO 約0.90ct
重量：約２．７ｇ 縦：約３３．０ｍｍ 横：約１１．５ｍｍ
高さ：約６．０ｍｍ バチカン内径：約５．０×２．０ｍｍ

3 5047228 ¥59,800-

─スターライン─
Star line

3

4

5

揺れ感あるIラインピアス。
耳元にきらめきをプラスします。

流れる天の川のような、
星の軌道を描いたシリーズ。

星々の個性を石のシェイプを変えながら表現。

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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6
K18YG ルビー サファイア エメラルド 
ダイヤ チャーム 
RB 約0.10ct SA 約0.08ct 
EM 約0.06ct D 約0.02ct
重量：約０．８ｇ 縦：約１３．５ｍｍ 横：約５．５ｍｍ
丸環内径：約５．０ｍｍ
※ピアスやピアリングに取り付けてお楽しみください。

5043876 ¥29,800-

7
PT950/K18YG ルビー サーペント 
ハグリング RB 約0.75ct
重量：約６．０ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約５．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5029528 ¥109,000-

8
PT950/K18YG サファイア サーペント 
ハグリング SA 約0.80ct
重量：約６．１ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約５．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5029529 ¥109,000-

9
K18YG ルビー サファイア ウロボロス 
ペンダントトップ 
RB 約0.01ct SA 約0.01ct
重量：約１．５ｇ 縦：約２０．０ｍｍ 横：約１１．５ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ バチカン内径：約５．０×２．０ｍｍ

5030681 ¥29,800-

10
パラジウムシルバー950/K18YG 
天然ホワイトジルコン アメシスト 
ブルージルコン ラピスラズリ キングスカル 
ペンダントトップ 
ZI 約0.80ct AM 約0.40ct ZI 約0.40ct
重量：約５．３ｇ 縦：約３２．５ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ
高さ：約１５．０ｍｍ バチカン内径：約４．０×１．９ｍｍ

5036327 ¥29,800-

6

7

8

9

10

耳元にさりげない彩りを添える
世界四大宝石のチャーム

サーペント(蛇)の
コンビ地金のハグリング

左右で目の色が異なる
ウロボロスモチーフ

アメシストのゴージャスな
王冠を被った王様のスカル

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。



13
PT950 Dカラーダイヤモンド & ダイヤ（リリーダイヤカット） 
リング 約D 1.00ct（D SI2 3EX） D 約1.20ct（LI）
重量：約９．９ｇ 最大幅：約９．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5045947 ¥1,680,000- 14
PT950 ブラックオパール（特優） H&Cダイヤ（リリーダイヤ
カット） リング BO 18.853ct D 3.64ct（LI）
重量：約２１．５ｇ 最大幅：約３６．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5048254 ¥9,980,000-11
PT950 ブラジル産アレキサンドライト ダイヤ リング
AL 0.719ct D 0.59ct
重量：約５．９ｇ 最大幅：約１２．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
基本サイズ：１３号

5048378 ¥798,000- 12
PT950 タンザナイト ダイヤ リング 
TA 12.113ct D 2.42ct
重量：約２１．０ｇ 最大幅：約２０．５ｍｍ 最小幅：約４．０ｍｍ 高さ：約１２．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5026334 ¥1,400,000-

11 12 13 14

【白熱灯下での変色効果】

石コレクターも必涎の
希少な大粒タンザナイトジュエリー

Dカラーダイヤモンドの
重厚感あるリング

シンプルに格式高くデザインされた
ブラックオパールのアイテム

色変わりの美しいアレキサンドライトを厳選し
華やかなリングにお仕立て

Selected Jewelry of  the Month June Selected Jewelry of  the Month June

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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【白熱灯下での変色効果】 【白熱灯下での変色効果】
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17
K18WG レインボームーンストーン リング 
MO 約3.20ct
重量：約６．８ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5016296 ¥138,000-16
PT950 スリランカ産ロイヤルブルームーンストーン 
ダイヤ リング MO 約1.50ct D 約0.03ct
重量：約５．１ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5048970 ¥128,000-

15
K18WG レインボームーンストーン 
シューティングジェム チャーム MO 約0.60ct
重量：約２．０ｇ 縦：約１９．０ｍｍ 横：約８．５ｍｍ
丸環内径：約２．０×６．０ｍｍ
※ピアスやピアリングに取り付けてお楽しみください。

5039106 ¥46,800-

18
PT950 ブラジル産アレキサンドライト リング 
AL 約0.90ct
重量：約３．９ｇ 最大幅：約１１．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5044786 ¥248,000- 19
PT950 ブラジル産アレキサンドライト ダイヤ 
リング AL 約0.17ct D 約0.22ct
重量：約３．３ｇ 最大幅：約４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5045152 ¥108,000-

THE BIRTHSTONE of

JUNE

PEARL / MOONSTONE / ALEXANDRITE 

6月の誕生石 ［真珠（パール）］［ムーンストーン］［アレキサンドライト］

2021年12月、63年ぶりに日本の誕生石が改訂。
６月は真珠（パール）、ムーンストーンに加えてアレキサンドライト。
光による様々な色変化、その希少性などから「皇帝の宝石」と呼ばれることも。

https://gstvfan.jp/category/coordinate/birth-stone

「誕生石」はこちらから

Pearl
真珠（パール）

Moonstone
ムーンストーン

Alexandrite
アレキサンドライト

真珠（パール）については
P12-13をご覧ください。

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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高さ：約４．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5048970 ¥128,000-

15
K18WG レインボームーンストーン 
シューティングジェム チャーム MO 約0.60ct
重量：約２．０ｇ 縦：約１９．０ｍｍ 横：約８．５ｍｍ
丸環内径：約２．０×６．０ｍｍ
※ピアスやピアリングに取り付けてお楽しみください。

5039106 ¥46,800-

18
PT950 ブラジル産アレキサンドライト リング 
AL 約0.90ct
重量：約３．９ｇ 最大幅：約１１．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5044786 ¥248,000- 19
PT950 ブラジル産アレキサンドライト ダイヤ 
リング AL 約0.17ct D 約0.22ct
重量：約３．３ｇ 最大幅：約４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5045152 ¥108,000-

THE BIRTHSTONE of

JUNE

PEARL / MOONSTONE / ALEXANDRITE 

6月の誕生石 ［真珠（パール）］［ムーンストーン］［アレキサンドライト］

2021年12月、63年ぶりに日本の誕生石が改訂。
６月は真珠（パール）、ムーンストーンに加えてアレキサンドライト。
光による様々な色変化、その希少性などから「皇帝の宝石」と呼ばれることも。

https://gstvfan.jp/category/coordinate/birth-stone

「誕生石」はこちらから

Pearl
真珠（パール）

Moonstone
ムーンストーン

Alexandrite
アレキサンドライト

真珠（パール）については
P12-13をご覧ください。

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。



20
21

22

23

24

SV 白蝶真珠 ナチュラルホワイト & ナチュラルゴールデン 2連ロングネックレス
P 約10.0-15.0mm 約90cm
重量：約３８５．０ｇ 長さ：約９０ｃｍ 幅：約２２．０－５０．０ｍｍ

24 5057562 ¥7,980,000-

SV 有核淡水真珠 ナチュラルオレンジマルチカラー ネックレス 
P 約9.0mm 約50cm
重量：約５８．０ｇ 長さ：約５０ｃｍ 幅：約９．０ｍｍ

20 5057389 ¥49,800-

K18YG 有核淡水真珠 ナチュラルオレンジカラー チャーム 
P 約11.0mm
重量：約４．２ｇ 縦：約３８．０ｍｍ 横：約１１．０ｍｍ 丸環内径：約４．０ｍｍ
※ピアスやピアリングに取り付けてお楽しみください。

21 5057390 ¥36,800-

K18YG 奄美大島産 マベパール ダイヤ クリッカー式 デザイン
ペンダントトップ P 約45.0×30.0mm D 約0.07ct
重量：約１８．２ｇ 縦：約５８．４ｍｍ 横：約３０．３ｍｍ 高さ：約１６．５ｍｍ
バチカン内径：約６．８×６．８ｍｍ

22 5045022 ¥328,000-

K18WG 奄美大島産 マベパール ペアシェイプ クリップイヤリング 
P 約20.0×13.0mm
重量：約６．０ｇ 縦：約２１．０ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ

23 5050454 ¥248,000-

純潔や無垢のシンボルで、古来より最も価値があるとして知られている宝石のひとつです。
GSTVが提供する、特別なパールジュエリーをご紹介します。
純潔や無垢のシンボルで、古来より最も価値があるとして知られている宝石のひとつです。
GSTVが提供する、特別なパールジュエリーをご紹介します。

― 6月の誕生石 ― ― 6月の誕生石 ― 

PearlPearl
― 真珠（パール） ― ― 真珠（パール） ― 

大人気の希少なオレンジ系の中で
マルチカラーを表現

大人気の希少なオレンジ系の中で
マルチカラーを表現

貴重なペアシェイプ型
大粒マベパール

貴重なペアシェイプ型
大粒マベパール

耳元で明るく揺れる
軽やか一粒チャーム
耳元で明るく揺れる
軽やか一粒チャーム

マベ貝そのものの魅力を
ご堪能いただける
特別な一点物

マベ貝そのものの魅力を
ご堪能いただける
特別な一点物

圧倒的存在感を持つ
高品質なバイカラーの珠を寄せた

２連ロングネックレス（オーロラフェニックス）

圧倒的存在感を持つ
高品質なバイカラーの珠を寄せた

２連ロングネックレス（オーロラフェニックス）

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。

20
21

22

23

24

SV 白蝶真珠 ナチュラルホワイト & ナチュラルゴールデン 2連ロングネックレス
P 約10.0-15.0mm 約90cm
重量：約３８５．０ｇ 長さ：約９０ｃｍ 幅：約２２．０－５０．０ｍｍ

24 5057562 ¥7,980,000-

SV 有核淡水真珠 ナチュラルオレンジマルチカラー ネックレス 
P 約9.0mm 約50cm
重量：約５８．０ｇ 長さ：約５０ｃｍ 幅：約９．０ｍｍ

20 5057389 ¥49,800-

K18YG 有核淡水真珠 ナチュラルオレンジカラー チャーム 
P 約11.0mm
重量：約４．２ｇ 縦：約３８．０ｍｍ 横：約１１．０ｍｍ 丸環内径：約４．０ｍｍ
※ピアスやピアリングに取り付けてお楽しみください。

21 5057390 ¥36,800-

K18YG 奄美大島産 マベパール ダイヤ クリッカー式 デザイン
ペンダントトップ P 約45.0×30.0mm D 約0.07ct
重量：約１８．２ｇ 縦：約５８．４ｍｍ 横：約３０．３ｍｍ 高さ：約１６．５ｍｍ
バチカン内径：約６．８×６．８ｍｍ

22 5045022 ¥328,000-

K18WG 奄美大島産 マベパール ペアシェイプ クリップイヤリング 
P 約20.0×13.0mm
重量：約６．０ｇ 縦：約２１．０ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ

23 5050454 ¥248,000-

純潔や無垢のシンボルで、古来より最も価値があるとして知られている宝石のひとつです。
GSTVが提供する、特別なパールジュエリーをご紹介します。
純潔や無垢のシンボルで、古来より最も価値があるとして知られている宝石のひとつです。
GSTVが提供する、特別なパールジュエリーをご紹介します。

― 6月の誕生石 ― ― 6月の誕生石 ― 

PearlPearl
― 真珠（パール） ― ― 真珠（パール） ― 

大人気の希少なオレンジ系の中で
マルチカラーを表現

大人気の希少なオレンジ系の中で
マルチカラーを表現

貴重なペアシェイプ型
大粒マベパール

貴重なペアシェイプ型
大粒マベパール

耳元で明るく揺れる
軽やか一粒チャーム
耳元で明るく揺れる
軽やか一粒チャーム

マベ貝そのものの魅力を
ご堪能いただける
特別な一点物

マベ貝そのものの魅力を
ご堪能いただける
特別な一点物

圧倒的存在感を持つ
高品質なバイカラーの珠を寄せた

２連ロングネックレス（オーロラフェニックス）

圧倒的存在感を持つ
高品質なバイカラーの珠を寄せた

２連ロングネックレス（オーロラフェニックス）

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。



PT900 エルヴィン・パウリー 手彫り メノウカメオ ダイヤ 
ペンダントブローチ カメオ 約45×35mm D 約0.07ct
重量：約２０．８ｇ 縦：約５８．５ｍｍ 横：約３６．０ｍｍ 高さ：約１０．５ｍｍ
バチカン内径：約７．５×３．０ｍｍ

26
5050842 ¥888,000-

エルヴィン・パウリー作　［手彫り作品］

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ 
カメオ 約25×18mm
重量：約３．０ｇ 縦：約３３．０ｍｍ 横：約１８．２ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

27
5051676 ¥148,000-

スザンネ･オストゲン原型　［機械彫り］

K18YG ムンシュタイナーカット アメトリン ネックレス AME 23.09ct
重重量：約３０．３ｇ トップ縦：約３６．５ｍｍ トップ横：約１８．５ｍｍ トップ高さ：約１１．０ｍｍ 
バチカン内径：約３．０×３．０ｍｍ 長さ：約４２ｃｍ幅：約１．６ｍｍ

25 5041437 ¥1,480,000-

26
「プリンセッサ」

27
「踊り娘」

ムンシュタイナー光の魔術師

ムンシュタイナー

プリンセッサ（王女）を象った
ペンダントブローチ。

ムンシュタイナーカットのアメトリンネックレス。
スタイリッシュながら柔和な印象も
持ち合わせる、特別な逸品。

躍動感溢れるモチーフを
胸元でお楽しみいただけます。

25

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。

MUNSHTEINER
Idar-Oberstein

STONE CAMEO
Idar-Oberstein

PT900 エルヴィン・パウリー 手彫り メノウカメオ ダイヤ 
ペンダントブローチ カメオ 約45×35mm D 約0.07ct
重量：約２０．８ｇ 縦：約５８．５ｍｍ 横：約３６．０ｍｍ 高さ：約１０．５ｍｍ
バチカン内径：約７．５×３．０ｍｍ

26
5050842 ¥888,000-

エルヴィン・パウリー作　［手彫り作品］

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ 
カメオ 約25×18mm
重量：約３．０ｇ 縦：約３３．０ｍｍ 横：約１８．２ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

27
5051676 ¥148,000-

スザンネ･オストゲン原型　［機械彫り］

K18YG ムンシュタイナーカット アメトリン ネックレス AME 23.09ct
重重量：約３０．３ｇ トップ縦：約３６．５ｍｍ トップ横：約１８．５ｍｍ トップ高さ：約１１．０ｍｍ 
バチカン内径：約３．０×３．０ｍｍ 長さ：約４２ｃｍ幅：約１．６ｍｍ

25 5041437 ¥1,480,000-

26
「プリンセッサ」

27
「踊り娘」

ムンシュタイナー光の魔術師

ムンシュタイナー

プリンセッサ（王女）を象った
ペンダントブローチ。

ムンシュタイナーカットのアメトリンネックレス。
スタイリッシュながら柔和な印象も
持ち合わせる、特別な逸品。

躍動感溢れるモチーフを
胸元でお楽しみいただけます。

25

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。

MUNSHTEINER
Idar-Oberstein

STONE CAMEO
Idar-Oberstein



29

28

30

30
K18YG ピアス
重量：約１．５ｇ 縦：約３０．０ｍｍ 横：約１６．０ｍｍ

5048875 ¥32,800-

29
K18YG アメシスト ブラウンダイヤ リング 
BRD 約0.05ct
重量：約５．７ｇ 最大幅：約１４．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 
高さ：約８．５ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5044866 ¥99,800-

28
K18YG アメシスト ブラウンダイヤ 
ペンダントトップ BRD 約0.03ct
重量：約３．５ｇ 縦：約１７．５ｍｍ 横：約１４．５ｍｍ
高さ：約１０．０ｍｍ バチカン内径：約４．０×１．８ｍｍ

5044867 ¥ 59,800-

雨粒きらめく紫陽花のような、アメシストジュエリー。
梅雨のシンプルな装いに優しい彩りを添えてくれます。

紫陽花ジュエリー
アメシストの一粒ジュエリー。
セットでつけるのがおすすめ。

ゆらゆらドロップ
揺れ感あるシンプルな３連ピアス。
身につけると爽やかフェミニン。

梅雨コーデに咲き誇る
紫陽花ジュエリー
梅雨コーデに咲き誇る
紫陽花ジュエリー

あ　じ　さ　い

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。

GSTV COORDINATE GSTV COORDINATE

29

28

30

30
K18YG ピアス
重量：約１．５ｇ 縦：約３０．０ｍｍ 横：約１６．０ｍｍ

5048875 ¥32,800-

29
K18YG アメシスト ブラウンダイヤ リング 
BRD 約0.05ct
重量：約５．７ｇ 最大幅：約１４．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 
高さ：約８．５ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5044866 ¥99,800-

28
K18YG アメシスト ブラウンダイヤ 
ペンダントトップ BRD 約0.03ct
重量：約３．５ｇ 縦：約１７．５ｍｍ 横：約１４．５ｍｍ
高さ：約１０．０ｍｍ バチカン内径：約４．０×１．８ｍｍ

5044867 ¥ 59,800-

雨粒きらめく紫陽花のような、アメシストジュエリー。
梅雨のシンプルな装いに優しい彩りを添えてくれます。

紫陽花ジュエリー
アメシストの一粒ジュエリー。
セットでつけるのがおすすめ。

ゆらゆらドロップ
揺れ感あるシンプルな３連ピアス。
身につけると爽やかフェミニン。

梅雨コーデに咲き誇る
紫陽花ジュエリー
梅雨コーデに咲き誇る
紫陽花ジュエリー

あ　じ　さ　い

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。

GSTV COORDINATE GSTV COORDINATE



3231

33 3534

PT950 ブルーダイヤモンド（トリート） クモの巣 リング 
BD 約0.08ct
重量：約４．９ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

35 5027296 ¥68,800-

PT950 サンタマリアアフリカーナアクアマリン タンザナイト ダイヤ 
レインボームーンストーン ペンダントトップ AQ 約0.40ct TA 約
0.20ct D 約0.10ct MO 約0.05ct
重量：約２．７ｇ 縦：約１３．５ｍｍ 横：約１４．５ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ バチカン内径：約５．５×２．０ｍｍ

34 5047550 ¥69,800-

純金 ダイヤモンド（リリーダイヤカット） 
ピュアドロップ ペンダントトップ 
D 約0.30ct（LI）
重量：約１．７ｇ 縦：約１０．５ｍｍ 横：約７．５ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ バチカン内径：約５．０×１．１ｍｍ

32 5039832 ¥89,800-

K18WG/PG/YG サファイア ルビー パライバ
トルマリン ダイヤ デマントイドガーネット ブラック
ダイヤ（トリート） ペンダントトップ SA 約0.20ct 
IBS 約0.02ct RB 約0.13ct PRT 約0.12ct 
D 約0.03ct DTG 約0.03ct BLD 約0.006ct
重量：約３．４ｇ 縦：約１８．５ｍｍ 横：約１５．０ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ
バチカン内径：約５．５×１．８ｍｍ

33 5015924 ¥99,800-

純プラチナ ダイヤモンド（リリーダイヤ
カット） ピュアドロップ ペンダントトップ 
D 約0.30ct（LI）
重量：約２．０ｇ 縦：約１０．５ｍｍ 横：約７．５ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ バチカン内径：約５．５×１．１ｍｍ

31 5039831 ¥69,800-

キュートな雨の日ジュエリーで
しとしと梅雨でも心晴れやか

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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Rainy season

「GSTV甲府事業所に潜入！」

アンコールDAYアンコールDAY
＼GSTVポイント2倍／＼GSTVポイント2倍／

GSTV番組プログラム
June 2022

BS放送
特別追加枠

6月の番組チェック！

GSTV 宝石大学 検　索

元スーパー銭湯アイドル元スーパー銭湯アイドル

プリンス林田特別出演

Youtubeで絶賛配信中！！Youtubeで絶賛配信中！！

＃14「非加熱のサファイア」
＃15～16「誕生石について」
＃17～20「エメラルドついて」
#21～22「アレキサンドライトついて」
#23～24「伝説の宝石ついて」
#25～26「トルマリン」
#27「宝石の街・甲府のルーツを探れ」
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＃1「宝石とは？」 
＃2「世界四大宝石とは？」 
＃3～4「ダイヤモンドについて」 
＃5「カラーダイヤモンドの知識」
＃6～8「ルビーについて」
＃9～8「サファイアについて」
＃12～13「宝石の加熱について」 
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＃6～8「ルビーについて」
＃9～8「サファイアについて」
＃12～13「宝石の加熱について」 

＼無料で学べる！GSTVの宝石大学／＼無料で学べる！GSTVの宝石大学／
・6月11日㊏  13:00～13:59

・6月15日㊌  16:00～16:59

・6月15日㊌  17:00　アニマル＆モチーフアワーは休止

BS-TBS 
「麗しの宝石ショッピング」

月1回開催する、GSTVの
大人気TVイベント「アンコールデー」。
リクエスト頂いた大人気アイテムが復活したり、普段
ご紹介できないアイテムの限定紹介など、目白押しで
ご紹介します。当日をお楽しみに！

開催期間：開催期間：

6月1日㊌6月1日㊌
5月31日㊋ 24:00ポイント2倍対象期間：

（6月1日㊌ 0:00）

～ 6月2日㊍ 7:59まで

※17:00　アニマル＆モチーフアワーは休止　※21:00　みつかる！GSTVFANアワーは休止

宝石大学 #28宝石大学 #28

GSTV SNS紹介公式GSTV SNS紹介公式
今や身近なコミュニケーションツールとして欠かせないSNS。

GSTVの公式SNSでも様々な情報やコンテンツを発信しています！
フォロー＆登録お待ちしております♪

今や身近なコミュニケーションツールとして欠かせないSNS。
GSTVの公式SNSでも様々な情報やコンテンツを発信しています！

フォロー＆登録お待ちしております♪

https://twitter.com/gstv_jp

GSTVのイベント情報やバズりそうなジュエリーも紹介中！

チャンネル登録
お願いします！

https://www.instagram.com/gstv_of�cial/

GSTVのジュエリーをピックアップして紹介中！

ID： @gstv_of�cial

ジュエリー
写真が
たくさん！

フォロー &いいね
お願いします！

ジュエリー情報通は
要チェック！

GSTVof�cial

宝石の知識やコーディネート提案など話題の動画を配信！

GSTVが

本気で取組
む

YouTube!

動画コンテンツ
続々配信中！

@GSTV_ jp GSTV
最新情報を
チェック！

フォロー
＆

登録して
ね♪フォロー
＆

登録して
ね♪

GSTV

Facebook

Twitter

www.facebook.com/gstv.jp

オススメ商品や
セール&イベント情報も！

https://www.youtube.com
/c/GSTVof�cial

放送変更のお知らせ

※放送スケジュールはやむをえず変更させていただくことがございます。ご了承ください。

GSTV FAN／ June 2022 GSTV FAN／ June 2022

ジュエリーデザイナー

林田達也氏
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一緒に比較でご案内したいのがこちらの
商品。かたちこそオーバル系にはなります

が、カラミアンの産地ならではテリがあり濃いお色
は息をのむ美しさ、そして圧倒されるのはその大き
さです。１３ｍｍからはなかなかきれいなものを
見られないゴールデンで１２.９ｍｍから１５ｍｍ。
普通では満足できない方はそう出会えない品質を

伴ったおおきさです。逆にオーバルだったので横へ
の流れができて大きなものをつけやすくなっている
のではないでしょうか。

いずれの商品もジュエリーの一つの「華」です。
ご興味ない方も一度お付けいただいて新たな
ご自身の魅力に目覚めていただきたいです！

一つはもっていただきたいゴールド系真珠
（個人的な感情です）。以前よりもつけやす

い風潮にはなったかなと思いますし、よりお洋服の
ドラマティックなあしらいが増えたので高価な真珠が
取り入れやすくなったのでは！？そこで思い切って極みの

「茶金」はいかがでしょう。１１ｍｍから１３ｍｍまで
のちょうどよいサイズ感。茶金は色幅もありますし、
濃くてもテリがなければ評価はさがりますがこちらの
商品は透明感さえ感じるような恋色を、、、（変換した
ら素敵な誤変換！）濃い色を持っています。

新スタジオ完成記念で飛び出した珠玉
のジュエリー。マベを美しい水面にたと

えサファイアの蓮の花がひっそりと咲いていま
す。眺めているだけでひと夏終えてしまいそう。
大きなジュエリーとなりますが、デザインに広
がりがあるため、思いのほかお洋服にあって重
宝しそうです。マベもブランドさんが使うレベル
を使用しているということで、光の当たる角度
によって流麗な美しさを感じさせてくれます。

夏だけではなく一年を通して様々なシチュエー
ションで趣を変える、生きたジュエリーとして
皆様のコーディネートを助けてくれるでしょう。
見るからに唯一無二の高額品ですが、白と青の
清楚な大胆さは、ぜひつけてみてください、
「あ、意外といけるかも」と言っていただける
「身近さ」を感じていただけます。

T h e  K I W A M I  o f  K I W A M I  J E W E L R Y

六月はもちろん
パールの極みをご案内いたします！
六月はもちろん
パールの極みをご案内いたします！

「極みの宝石ショッピングアワー」
毎週土曜19時～

第6回

毎週土曜日放送の「極みの宝石ショッピング
アワー」でご紹介した商品の中からさらに
厳選した「極みの中の極み」ジュエリーを取り
上げてまいります。

毎週土曜日放送の「極みの宝石ショッピング
アワー」でご紹介した商品の中からさらに
厳選した「極みの中の極み」ジュエリーを取り
上げてまいります。

「極み」解説
ID： 5042787
マベパール、サファイア　ペンダントブローチ

「極み」解説

「極み」解説

ID： 5047103
オーロラ茶金　ネックレス

ID： 5048019
カラミアン産　白蝶真珠　ネックレス

マベを美しい水面にたとえ
サファイアの蓮の花がひっそりと咲いています。

極みの「茶金」
透明感さえ

感じるような“恋色”！？

オーバル系ながら
カラミアン産地
ならではの
テリと濃いお色

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

大松 彰 ─ Akira Omatsu　2015年秋 FGA（英国宝石学協会正会員）取得、ジュエリーコーディネーター１級、
天然石検定１級、真珠のプロSA（シニアアドバイザー）　※「宝石王子®」は大松彰の登録商標です。
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※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

　私はこれまで様々な場所で、そうお伝えし
てきました。これは、世界三大カメオをはじ
め、歴史的価値が非常に高く美しいカメオ
が、ヨーロッパの有名美術館に実際に収蔵、
展示されていることに基づいています。2000
年以上も前に一体誰が命じ、どのような目的
で彫刻されたのか、どんな工具を使い、どれ
だけの時間を費やしたのか。私はロマンを感
じずにはいられず、想像するだけでワクワクし
てきます。
　今回ご紹介するのは、カメオ彫刻家ゲルハ
ルド・シュミット氏が中心となり、その謎を解
き明かすために研究分析された内容をまとめ
た書籍です。考古学者でない彫刻家シュミッ
ト氏ならではの独自の視点によって分析され
た内容は非常に興味深く、人類の歴史や人々
の想いに触れることができます。驚くべきこと
に、彼は古代カメオを研究する過程で、自身
の手によってそれらを復元しました。適した
原石を見つけ、構図を理解したうえで復元す
る。私は多くのカメオ彫刻家とお付き合いさ
せていただいていますが、この偉業を成し遂

げられるのは彼一人と断言できます。この書
籍は、古代カメオの研究結果であるのと同時
に、彼の古代カメオ復元作品の作品集として
も楽しむことができるのです。
　2019年にドイツで『Politik in Edelstein』
出版後、非常に大きな反響を呼び、今回
ストーンカメオミュージアムの協力により日本
語訳の出版が実現しました。全ページが
カラー印刷され写真資料も非常に充実してい
るのが特徴です。

　現代カメオを語るうえで最も希有な才能を
持つカメオ彫刻家です。1981年、ドイツの
カメオ彫刻家として初めて来日し、作品の製
作を開始。9年間の日本での製作活動を経
て日本文化への造詣を深めた彼は、非常に
繊細で優美なカメオを彫刻し、それまでの
カメオの概念を大きく覆しました。
また、古代の肖像研究を独自に行い、数年間
をかけて取り組んだ「世界三大カメオ」の復
元製作が高く評価され、2006年のベルリン
国立旧博物館での特別展をはじめ、ヨーロッ
パの有名博物館で特別展が行われました。

彼とは40年近いお付き合いになりますが、彼
のカメオへの並々ならぬ情熱とこだわりに強
く心を打たれ、私自身が彼の熱烈なファンの
一人なのです。

◆ 『ローター十字架のアウグストゥス・カメオ』
（原作：紀元前1世紀後半～紀元後1世紀前半、ドイツ アーヘン大聖堂宝物館所蔵）
5層の縞メノウカメオ、102個の宝石と35個の真珠があしらわれている。

◆ 『フランス大カメオ』　→
（原作：紀元後24年頃、パリ国立図書館所蔵）
5層からなる大きく美しい古代カメオ

本書内では、人物に番号を付けたシルエット図を
用いてシュミット氏の見解を示している。

← ◆ 『ゲンマ・アウグステア』
（原作：紀元後10年頃、ウィーン美術
史美術館所蔵）
一人の人物像が補修作業中に完全
に除去されていることが判明。（赤で丸
く囲んである部分）

今から2000年以上も前に彫刻さ
れたストーンカメオ（宝石彫刻）が、
非常に美しい状態で現存している

『宝石に秘められた政治』
のご紹介

『宝石に秘められた政治』

Gerhard Schmidt（ゲルハルド・シュミット）とは

－ゲルハルド・シュミットによる宝石彫刻復元作品－

2022年5月2日　初版発行
著者：ゲルハルド・シュミット／クラウス・シェルベリッヒ／マルセル・ペルゼ
定価：3,300円（税込）
ISBN978-4-9912590-0-5

ゲルハルド・シュミット氏らによる著作

ストーンカメオ研究家
三沢 一章

新 著

古代カメオを鋭く分析！
緊急告知
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お弁当やカーネーションなど

のお土産。母の日ペンダント

は大好評でした！

GSTVの取り組みにご協力いただいている
にじいろのわ様、県や市職員の方々
いつもありがとうございます！

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

　特別展「宝石　地球がうみだすキセキ」
が東京・上野公園の国立科学博物館に
て開催中です！ 本展は約200種の原石・
ルース、100点を超える豪華なジュエリー
を一同に集め展示した、宝石の全てがわ
かる、まさに“宝石展”。GSTV宝石学研究
所のアヒマディ博士も協力しています♪
　展示が始まったばかりの３月にも本展
にお邪魔したGSTVスタッフですが、「最
近また展示が変わった」と伺い、再び会
場へ。初日から大変話題の特別展「宝
石」。前半に引き続き、後半もたくさんの
人が…。しかし前半の客数を鑑みて展示
方法が再検討され、十分なスペースを
とって原石やジュエリーを配置。密を避
け、かつ前半よりもさらに展示が見やす
く配慮されていました。
　また、4月22日(金)より毎週金・土曜日
は夜間開館も実施中。20時閉館（入場は
19時30分まで）なので、お仕事後や、お出
かけした帰りなどでも宝石展示を楽しめ
ます。

　２月19日（土）から始まった本展ですが、
６月19日（日）についに閉幕予定。見事な
宝石やジュエリーをたっぷり、じっくりと
楽しめる貴重な機会。気になっていた方
も、ぜひ会場へ足をお運びください！

GSTV甲府事業所では、毎月１回無料で食事
を提供する「GSTV 楽しい食堂」を開催して
います。お母様やお子様に直接食堂へ来て
いただく形の「こども食堂」の取り組みは、山
梨県からのコロナ拡大防止対策徹底要請を
受けて現在お休み中。その代わりに衛生面
など考慮してドライブスルー形式でお弁当や
プレゼントなどをお渡ししているフードパン
トリーを実施しております。４月17日にお渡
ししたのはお弁当やお菓子などのほか、母の
日のプレゼントのカーネーションと、この日の
ためにデザインから考えた、オリジナルのペ
ンダント。お子様だけでなく、お母様方にも

大変喜んでいただき、涙する方も。スタッフ
一同感無量です！今後、情勢を鑑みながらみ
んな一緒に食事ができる「子供食堂」を再開
していきます。また改めてご報告します♪

４月10日（日）「横浜大感謝祭」（神奈川県・
横浜ロイヤルパークホテル）、23日（土）「札
幌大感謝祭」（北海道・札幌グランドホテ
ル）、５月７日（土）・８日（日）「大阪大感謝
祭」（大阪府・ホテルグランヴィア大阪）…。
GSTVのイベントが無事、続々開催されて
います！　社会情勢が少し落ち着き、久々
の開催に「ようやく来られて嬉しい～！」
とのお声をたくさんいただき、また初めて
来場していただいたお客様にも多数お楽
しみいただけて大変嬉しいです（涙）。
今後もイベントを多数開催予定ですので、
実際にジュエリーを手に取れるこの機会
に、ぜひご参加検討ください。

より見やすく快適な展示に

特別展「宝石　地球がうみだすキセキ」
「GSTV楽しい食堂」開催中！

GSTVイベント「大感謝祭」続々開催中！！

特別展「宝石」は
日時指定予約制
（当日受付もあり）

本展見どころのひとつ「アメシストドーム」

<左>宝石色相環のコースターも発売中！※完売の可能性あり。
　　 最新情報は公式サイトなどをご確認ください。
<右>６月の新誕生石・アレキサンドライトはじめ
　　 多数の宝石が集結

密を避けて展示されていた人気の巨大宝石

国立科学博物館にて６月19日（日）まで開催中

TOPICS 1 TOPICS 2

TOPICS 3

<上>
横浜感謝祭会場風景
<下>
大阪感謝祭の展示

地域貢献
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見て、さわって楽しむ！GSTVを

感染症対策を万全にしてお待ちしております。
https://www.gstv.jp/thanks_event_list.html 詳細はこちら

GSTVショールームでは、ご購入いただいた商品のアフターサービスや修理の受付はもちろん、
GSTVの商品を実際にお手に取ってお試しいただけます。もちろんその場でのご購入も可能！
お近くへお越しの際には、是非お気軽にお立ち寄りください。

都市に常設

ショールーム
GSTVと
お客様を
つなぐ

GSTVと
お客様を
つなぐ

ショールームサービス一覧

ご来店ポイントカード配布中！2

修理・リフォーム・オーダー相談 承ります3
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3,000円のクーポン
としてご利用いただけます。
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ショールーム限定！ 

ジュエリー修理の窓口として、また
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ご相談を承ります。

TVや番組ガイド誌 GSTV FAN で
紹介されたジュエリーの
リクエストを承ります！ 
実際にお手に取って
ご覧ください。

もちろんアンコールDAY他、
ポイント2倍DAYも2倍になります。

ショールームにご来店いただけるだけで
スタンプ1個捺印！

ジュエリー無料クリーニング4第1日曜日はご購入ポイントが2倍！！1

TVやガイド誌紹介商品のリクエスト承ります5

番組ガイド誌 配布中！6

※一部、紹介不可商品がございます。事前にお問合せください。

※過去の番組ガイド誌は
　ご相談ください。

お手持ちのジュエリーを 

GSTVが毎月発行している
番組ガイド誌「GSTV FAN」 
ショールームに行けば
必ず手に入ります！

ショールームスタッフまでお気軽にお声がけください。

第1日曜日は
ご購入ポイントが2倍！！

無料で
ピッカピカに
クリーニング！

2022年6月開催

●JR「京都駅」直結 ●JR「京都駅」直結 

福岡ショールーム福岡ショールーム
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11：00～18：00開催時間:

ジュエリー
無料クリーニング
＆メンテナンス

オンエア
完売商品

蔵出し
アイテム

TVではご紹介できない

高額商品も!
展示点数

以上＊
4000点 ＊展示点数は会場規模

　により異なります。

ホテルグランヴィア京都
3階 源氏の間
ホテルグランヴィア京都
3階 源氏の間

開催日前後の状況が以下の場合、中止・延期をさせていただきます。
東京都に緊急事態宣言　もしくは　開催地に蔓延防止重点措置適用
ご不明点等ございましたら開催状況をご確認下さいますようお願い申し上げます。

・リクエスト受付中！

・コンシェルジュコーナーで

　お問い合せやご相談も！

GSTV福岡ショールーム　店長 太田

地域密着のショールームならではの

きめの細かい安心のサービスで

皆様をお迎え致します！ぜひおこしください！
福岡ショールームの詳細はP37をご覧ください。
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※各店舗において新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を行い営業しております。（2022年5月時点）

0120-570-771

営業時間：11:00～19:00

〒104-0061
東京都中央区 銀座１丁目6-8 DEAR GINZA 1階
・東京メトロ 「銀座1丁目駅」から徒歩約2分
  「京橋駅」から徒歩約5分、「銀座駅」から徒歩約6分
・JR 「有楽町駅」から徒歩約5分
・都営浅草線「宝町駅」から徒歩約7分

『 銀座サロン 』
優雅な気分で楽しいジュエリーデイを

スタジオ直結 リクエスト品揃えNO.1！

TOKYO

YOKOHAMA

〒650-0022 兵庫県神戸市中央区
元町通2-6-2

・JR線・阪神線 「元町駅」から
  徒歩約3分

『 神戸元町ショールーム 』
0120-420-243

ルースいっぱい 楽しさいっぱい 夢いっぱい 神戸元町SR

KOBE

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神
2-13-18 天神ホワイトビル2階

・地下鉄空港線 「天神駅」4番出口から
  徒歩約1分

『 福岡ショールーム 』
0120-730-243

ゆる～りのんびりジュエリーの癒し空間

FUKUOKA

〒542-0085 大阪府大阪市中央区
心斎橋筋2-2-22 小大丸ビル１階

・御堂筋線・長堀鶴見緑地線 
  「心斎橋駅」から徒歩約5分

『 心斎橋ショールーム 』
0120-160-243

心斎橋の“隠れ家”サロン

OSAKA

デザイナー在籍

デザイナー在籍

0120-570-126

〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-43 T2号棟1階
・東京モノレール、りんかい線
 「天王洲アイル駅」より徒歩約5分

『 天王洲ショールーム 』
TOKYO

0120-570-423
〒231-0861 
神奈川県横浜市中区元町
5-181-1 ラ・セルコート元町102

・JR根岸線 「石川町駅」 南口より徒歩4分
・みなとみらい線「元町・中華街駅」より徒歩7分

『 横浜元町ショールーム 』
誠実で明るく楽しいお店がモットーです

デザイナー在籍

全店 毎週水曜日定休日：
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毎週、GSTV番組ガイド誌「GSTV FAN」

掲載ジュエリーを紹介しつつ、お客様から

のリクエストやご意見メールをご紹介。

また、様々なお題でお客様からの投稿を

募集し番組で発表！

今月は4月に募集した「誰にも言えない

私の黒歴史⤵」の大賞を発表します！

番組へのリクエストやご意見はコチラ

「GSTV FANアワー宛」と明記してメールを送信してください。
jp-studio@gstv.jp 毎回募集するお題で大賞に選ばれた方

には、ご希望の出演者のサイン入り番組
ガイド誌 GSTV FANをプレゼント！

毎週水曜２１時～

PN. GSっ子 大阪代表のヨコバーさん

中学生の頃 好きな女の子の下駄箱にラブレターを入れたはずが
隣の女の子の下駄箱に入れてしまった
放課後に呼び出され「ごめんなさい」と言われた

第1回

大賞
PN. イオさん

高学年まで宇宙からの交信が聞こえていると信じていたが
「耳鳴り」だった

PN. ヨシコデラックスさん

自分の結婚式披露宴で飲みすぎて酔っぱらってしまった
親族からは飲みすぎたと叱られ
披露宴の写真は酔っ払いのヘラヘラ顔なので封印している

PN. リラットモオさん

PN. クリシュナラブさん

中学校の水泳大会で脱毛を忘れてしまい背泳ぎで出場した
この場を去りたかった一心で優勝！

誰にも言えない
　　私の黒歴史
誰にも言えない
　　私の黒歴史

GSTV的ニックネーム（あだ名）GSTV的ニックネーム（あだ名）～サードシーズン～～サードシーズン～

GSTV出演者のオモシロあだ名を募集！（※○○に似ているでもOK）GSTV出演者のオモシロあだ名を募集！（※○○に似ているでもOK）
・菊地 康雄さん → イタリア焼きのタヌキ 　　PN.ピンポンマムさん
・田代 真弓さん → 結婚相談所の女社長　　 PN. ゆきみだいふくさん
・桐戸 寿之さん → 霊感商法の壺を買わされた被害者 　PN. ぷにぷに肉球さん

ご応募
お待ちしてま～す！
ご応募
お待ちしてま～す！

毎週水曜２１時～

第2回

大賞

第3回

大賞

憧れの先輩と初デート中にトイレに行った帰り
フレアスカートの裾が下着に挟まった状態でデパートを歩いた

4月に募集した

6月のお題！

過去
大賞

プロデューサーYo!からのお願い…

お待ちしております！お待ちしております！
番組へのご意見・商品のリクエスト

jp-studio@gstv.jp
WEBサイトへのご意見・お問い合わせ

support@gstv.jp

皆様の声

スタッフ：この様なお言葉をいただき励みに
なります。TVによるリフォームは初の試みで
したが、多くのお客様からお喜びの声をいた
だきました。リング以外の商品につきまして
も検討させていただき、お客様から感謝され
る様に色々とチャレンジしたいと思っており
ます。これからもGSTVの商品をご愛好いた
だきますよう、よろしくお願い致します。

ジュエリーリフォームをしようと見積もりを
してもらっていました。GSTVさんでやって
くださるなんて思ってもみませんでした。
ありがとうございます。今回はリングです
が、ペンダントトップでもやって欲しいです。 スタッフ：貴重なご意見をいただきまして、

ありがとうございます。ご紹介しておりま
すジュエリーには特に女性用、男性用と
いった表示はしておりません。デザインや
ボリュームなどで男性でも違和感なくお付
けいただける商品も多数ございます。ご
主人様や息子様にピッタリなネックレスも
きっと見つかると思いますので、これから
も番組をご覧いただけると嬉しいです。

楽しみに視聴しております。主人・息子
へのプレゼント用としてメンズ＆ユニセッ
クスで着用できるネックレスを取り上げて
頂けたら幸いです！！！

よくある質問よくある質問

お客様の声お客様の声

ピアス（またはイヤリング、チャーム）
を片方だけ失くしてしまいました。
片耳分だけ、作製いただけますか？

作製可能なものもありますので、カスタ
マーサービスへお問合せください。（カス
タマーサービス情報は44ページをご参照
ください）

皆様からの皆様からの

ポイントの有効期限を教えてくだ
さい。

ポイントを取得した日から１年間有効です。

店舗で購入した際に電話番号を登
録したところ、WEB会員登録でその
電話番号が登録できなくなりました。

同じ電話番号では重複して登録ができな
いので、別の電話番号で登録いただくか、
カスタマーサービスへお問合せください。

クーポンをいただいたのですが、
有効期限内に使用しないと失効
しますか？

期限内にご使用いただかないとクーポン
が失効しますので、ぜひこの機会にジュエ
リー購入をご検討ください。

リングやネックレスのサイズ変更は
可能でしょうか？

ショールームで相談可能ですので、ぜひお
問合せください。（ショールーム情報は
36、37ページを参照ください）

購入を検討していたジュエリーが
ホームページから消えていました。
お気に入りに入れていてもなくなっ

てしまい、完売して購入ができないというこ
とでしょうか？
完売したアイテムは、取り下げております。
アイテムによっては電話でのみ購入可能な
ものもございますのでお問合せください。

今月の今月の
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